
第14回エクストリーム決勝大会2012・ハイスピード
順位 ｾﾞｯｹﾝ 出場者氏名 出場犬名 性別 犬 種 住 所 タイム 総合ポイント

1 411 野々山 道代
ノノヤマ ミチヨ

武蔵
ムサシ

♂ ボーダーコリー 愛知県 8.47 8.47

2 439 萬歳 翼
マンザイ ツバサ

Ｃｌａｍ
クラム

♂ オーストラリアンシェパード 愛知県 8.55 8.55

3 434 大屋敷 啓代
オオヤシキ ヒロヨ

一歩
イッポ

♀ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾍﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸﾞ 静岡県 8.63 8.63

4 406 伊藤 静夫
イトウ シズオ

JUPTER
ユピテル

♂ ボーダーコリー 埼玉県 8.78 8.78

5 438 鹿島 千幸
カシマ チユキ

Ｃａｆｅ
カフェ

♂ マリノワ 東京都 8.86 8.86

6 414 武井 浩計
タケイ ヒロカズ

オハナ ♀ ボーダーコリー 神奈川 8.91 8.91

6 435 佐治 宏枝
サジ ヒロエ

オリーブ ♀ ボーダーコリー 愛知県 8.91 8.91

6 440 中村 恵美子
ナカムラ エミコ

クレオパトラ ♀ ボーダーコリー 埼玉県 8.91 8.91

9 412 志村 光昭
シムラ テルアキ

ＴＯＰ
トップ

♂ ボーダーコリー 神奈川 8.92 8.92

10 402 衣笠 拡敬
キヌガサ ヒロヨシ

リー ♀ ｽﾄﾛﾝｸﾞｱｲﾍﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸﾞ 兵庫県 9.01 9.01

11 413 渡邊 由美
ワタナベ ユミ

ＡＬＥＸ
アレックス

♂ オーストラリアンシェパード 茨城県 9.04 9.04

12 416 古野 智子
フルノ トモコ

schumacher
シューマッハ

♂ ボーダーコリー 兵庫県 9.10 9.10

13 420 能代谷 篤士
ノシロヤ アツシ

バーキン選手
センシュ

♂ ボーダーコリー 新潟県 9.14 9.14

14 427 宮嵜 重樹
ミヤザキ シゲキ

ラッシュ ♂ オーストラリアンシェパード 大阪府 9.17 9.17

15 432 有本 孝典
アリモト タカノリ

Ｒaiz
ライズ

♂ オーストラリアンシェパード 東京都 9.18 9.18

16 431 武井 浩計
タケイ ヒロカズ

サム ♂ ボーダーコリー 神奈川 9.21 9.21

17 422 平田 元
ヒラタ ハジメ

海里
カイリ

♀ ボーダーコリー 埼玉県 9.22 9.22

18 437 中村 則彰
ナカムラ ノリアキ

ひなた ♀ グローネンダール 岐阜県 9.23 9.23

19 403 加藤 昌宏
カトウ マサヒロ

ルート ♂ ボーダーコリー 埼玉県 9.24 9.24

20 429 鹿島 正則
カシマ マサノリ

Ｐａｎ
パン

♀ マリノワ 東京都 9.28 9.28

21 408 勝又 明寿
カツマタ アキヒサ

ＭＡＹＡ
マヤ

♀ ボーダーコリー 静岡県 9.29 9.29

22 401 佐治 宏枝
サジ ヒロエ

マロン ♀ ボーダーコリー 愛知県 9.41 9.41

23 426 宇恵 拓哉
ウエ タクヤ

miu miu
ミュウミュウ

♀ ボーダーコリー 静岡県 9.43 9.43

24 404 川田 義治
カワタ ヨシハル

キック ♂ ボーダーコリー 栃木県 9.45 9.45

25 425 伊東 ななみ
イトウ ナナミ

海舞
カリブ

♂ ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾍﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸﾞ 東京都 9.47 9.47

26 405 藍澤 隆治
アイザワ リュウジ

クロス ♂ オーストラリアンシェパード 東京都 9.51 9.51

27 418 由上 南美
ユカミ ナミ

志麻
シマ

♀ ボーダーコリー 大阪府 9.53 9.53

28 430 川口 秀明
カワグチ ヒデアキ

ウィリアム ♂ ゴールデンレトリーバー 大阪府 9.54 9.54

29 428 久保 誠
クボ マコト

アックン ♂ ボーダーコリー 神奈川 9.59 9.59

30 421 森田 正章
モリタ マサアキ

ナルド ♂ オーストラリアンシェパード 東京都 9.69 9.69

31 419 岡部 成樹
オカベ シゲキ

ＬＥＯ
レオ

♂ ボーダーコリー 東京都 9.72 9.72

32 409 岡部 美佐子
オカベ ミサコ

ＡＲＩＥＳ
アリエス

♀ ボーダーコリー 東京都 9.84 9.84

33 417 畠中 有道
ハタナカ アリミチ

てぃだ･どらごん ♂ ボーダーコリー 神奈川 10.07 10.07

34 424 奥平 良正
オクダイラ ヨシマサ

Ｃｈｅｓｔｅｒ
チェスター

♂ ボーダーコリー 埼玉県 10.12 10.12

35 423 新井 久雄
アライ ヒサオ

シェリー ♀ ジャーマンシェパード 大阪府 10.57 10.57

36 410 篠田 圭美
シノダ タマミ

オルフェ ♂ ボルゾイ 愛知県 10.62 10.62

37 415 田中 三郎
タナカ サブロウ

ルカ ♀ ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾝﾗﾌﾞﾗﾄﾞｩｰﾄﾞﾙ 大阪府 10.91 10.91

38 407 相澤 宏行
アイザワ ヒロユキ

佐助
サスケ

♂ シベリアンハスキー 東京都 13.25 13.25

39 436 須賀 大輔
スガ ダイスケ

ぷく ♂ ボーダーコリー 埼玉県 26.52 26.52

40 433 能代谷 篤士
ノシロヤ アツシ

チャップ！ ♀ ボーダーコリー 新潟県 41.60 41.60

加算Ｐ


